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■当資料取扱上のご注意

本資料には、２００７年１１月２６日現在の将来に関する前提、見通し、
計画等に基づく予測が含まれています。世界経済、競合状況、為替
の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際
の業績が記載の予測と異なる可能性があります。
また本資料に掲載されている内容は、情報提供を目的としたもので
あり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の業績は経
済環境などさまざまな要因により、かかる予測とは大きく異なること
があることをご承知おきください。
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anniversary
決算ハイライト

1-1

１.上場以来４年連続の増収増益

　（第２四半期）

連結売上高 504.6億円　 （前年同期比 186.9％）

連結経常利益 15.9億円　 （前年同期比 350.9％）

連結純利益　 8.5億円　　（前年同期比 228.4％）　

PC事業売上高 496.1億円 （前年同期比 212.8％）

PC事業営業利益 11.8億円 （前年同期比 452.0％）
２.主力PC関連事業の収益拡大

■中間期決算において過去 高業績を達成

■第２四半期業績として、売上・利益ともに過去最高値を大幅に更新

■完成品PC市場は引き続き頭打ち傾向にあるが、当社グループは需要を的確に捉えて躍進
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1-2
■パソコン市場の概況

（MM総研調べ）

トピックス

◆2007年度上期（4月～9月）国内PC出荷
台数は、前年同期比で5.2％減の592万台。

◆法人市場の落ち込みが激しく（7.2％減）、
個人市場も2.3％減と低迷。

◆PC本体の販売数が伸び悩み傾向にある
が、自作パーツ市場は好調。

◆2007年1月にリリースされたWindows 
Vistaは、依然として爆発的なヒットとはなっ
ていない。WindowsXPモデルも依然として
需要が高い。

◆社団法人　電子情報技術産業協会調べ
では、上半期(4～9月)の出荷台数全体の
うち63.5％をノート型が占めている。

◆PC業界全体としては、製品販売単価は
下落傾向にある。

【PC出荷台数の変遷】

業界低迷の中、ＭＣＪグループのＰＣ事業は、
出荷台数およびシェアを確実に拡大しています。



7
2007　Copyright ©MCJ  all rights reserved

10th

anniversary
決算ハイライト

1-3

08年3月期中間 前年同期比

増減額

23,469

973

1,137

483

07年3月期
中間

期初計画 修正計画※ 実績 売上比 増減比

100％ 86.9％増

315.2％増

250.9％増

128.4％増

2.5％

3.1％

1.7％

売 上 高 27,000 46,263 49,286 50,469

営 業 利 益 308 764 1,175 1,281

経 常 利 益 453 762 1,171 1,590

当 期 利 益 376 307 654 859

※H19.8.10発表

1．株式会社MCJ

2．株式会社MCJパートナーズ

3．株式会社シネックス

4．株式会社秀和システム

5．株式会社ウェルコム

6．株式会社iiyama

7～11.iiyama 海外販社5社

2007年3月期中間　グループ会社総数＝16社

12．フリーク株式会社

13．株式会社C&Tモバイルサポート

14．PC・JAPAN有限責任事業組合

15. 株式会社ユニティ

16. 株式会社ユニティコーポレーション

2008年3月期中間　グループ会社総数＝21社

※平成18年9月末日現在 ※平成19年9月末日現在

1．株式会社MCJ

2．株式会社MCJパートナーズ

3．株式会社シネックス　　　 　　　　

4．株式会社秀和システム　 　　　　

5．株式会社iiyama　　　　　　　　　　

6～10．iiyama 海外販社5社

11．フリーク株式会社

12．PC・JAPAN有限責任事業組合

13．株式会社ユニティ　　　　　　　　　

14．株式会社マウスコンピューター

15．株式会社ｉｒｉｖｅｒ japan　　　　　　　

16．アロシステム株式会社　　

17．ｱｲｼｰｴﾑｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ株式会社　

18．株式会社エムヴィケー

19．株式会社リオワークス

20．株式会社フラップ　　

21．株式会社アドテック※

　　※持分法適用関連会社

■グループ全体が業績向上に貢献
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10th

anniversary
財務状況

2-1
■上昇要因

ポイント

◆今期目標である「売上高　経常利益率＝
3％」という目標は、中間期においてもクリ
ア（3.1％）

◆アロシステムとの統合によって販管費が
増大するも、営業利益率は1.4％向上

◆のれん（販管費）償却費：　

前期中間（121百万円）／当期中間（164百
万円）　　

◆負ののれん（営業外収益）償却費：

前期中間（52百万円）／当期中間（9百万
円）

前年同期比

　
前期中間 今期中間

金額 ％

売上高 27,000 50,469 +23,469 186.9%

売上総利益 3,030 8,092 +5,062 267.1%

販管費 2,722 6,810 +4,088 250.2%

営業利益 308 1,281 +973 415.2%

営業利益率 1.1% 2.5% +1.4% -

経常利益 453 1,590 +1,137 350.9%

経常利益率 1.7% 3.1% +1.4% -

当期純利益 376 859 +483 228.4%

①コンシューマ向けPC販売が堅調　→WindowｓXPモデルが販売製品の過半数を
占める現象も発生

②デスクトップPC販売が好調かつノートPC販売が堅調に推移　→前年比でのノート
PC販売数が大幅にアップ

③Core 2/Quad PC出荷数増加により製品平均単価が向上し、粗利率上昇に貢献
　→市場動向とは逆行＝元々の製品単価が安かったため

主
な
要
因
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財務状況
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■統合効果

①仕入部材の調達価格低減により原
価コストを抑制

②仕入先ベンダーの選定により、特
定部材（ノートPCベア等）を安定供給

③量販店販売部門再編に一部着手
（MVK→チャネル営業部）

事業統合

生産、修理、サポート拠点の統一

※効果は下期以降

＜統合効果＞ ＜今後のアクション＞
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■セグメント別実績

財務状況

2007年3月期　中間実績 2008年3月期　中間実績

売上高 営業利益 利益率 売上高 営業利益 利益率

メディア事業 1,041 146 14.0% 857 73 8.6%

合計 27,000 308 1.1% 50,469 1,281 2.5%

前期比 198.9% 79.0%

262

‐

‐

-19

‐

415.2% ‐186.9%‐

1.1%

‐

‐

‐

49,617

212.8%

82.3%

‐

‐ ‐

PC関連事業 23,321 1,186 2.3%

前期比 ‐ 452.0% ‐

前期比 ‐ 50.6% ‐

その他事業　※ 1,770 ‐ ‐

前期比 ‐ ‐ ‐

※前期中間期における「その他の事業」は、事業規模の縮小により、今期よりPC関連事業に含んでおります。

（単位：百万円）

◆要因

出版業界全体が落ち込んでいる。コンピューター書籍の販売を中心としてビジネス書・実用書等を幅広く手掛け、
事業ポートフォリオの分散化を図ったが、Windows Vistaの普及率が芳しくないことから既刊書籍販売が伸び悩み。
売れ筋書籍が多品種小ロット化し、書店の売場展示期間が短縮され、早期返品が増加したこと等も影響。

◆要因　

特殊要因はなく、グループ会社すべてが期初予想を上回る実績を上げたことによる。
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■アロシステムの業績寄与度
（単位：億円）

　

前期中間 今期中間
内　ｱﾛｼｽﾃﾑ

分
（連結消去後）

ｱﾛｼｽﾃﾑを除
いた前期比

増加分

ｱﾛｼｽﾃﾑを除
いた実績値

ｱﾛｼｽﾃﾑを除
いた対前年

同期比

売 上 高 270.0 504.7 177.0 57.7 327.7 121.4%

営 業 利 益 3.1 12.8 2.8 6.9 10.0 325.0%

経 常 利 益 4.5 15.9 2.8 8.6 13.1 289.2%

当 期 純 利 益 3.8 8.6 1.8 3.0 6.8 180.6%

10th

anniversary

2-4
■PC関連事業内訳

財務状況

（単位：億円）
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既存事業
成長 既存事業

成長

既存事業
成長

ｱﾛｼｽﾃﾑ

ｱﾛｼｽﾃﾑ

ｱﾛｼｽﾃﾑ

2006.9 2007.9 2006.9 2007.9 2006.9 2007.9

※アロシステム株式会社は、平成19年10月1日に商号を「株式会社ユニットコム」へと変更しております。

◆売上高ベースではアロシ
ステムの寄与度が大きいが、
利益面では既存事業が大き
く成長。

◆営業利益ベースでは、既
存事業が前期比3.2倍の成
長を遂げており、事業基盤
は着実に強化されている。
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anniversary

■連結キャッシュフロー及び財政状態
2-5

　 07年3月期中間 08年3月期中間 増減額

営業活動によるキャッシュフロー 932 △502 -1,434 

投資活動によるキャッシュフロー 507 1,573 +1,066 

財務活動によるキャッシュフロー △1,739 △1,058 +681

現金及び現金同等物中間期末残高 7,907 9,458 +1,551

財務状況

（単位：百万円）■財政状態

◆総資産、たな卸資産、有利
子負債等がそれぞれ増加　

→主にアロシステム株式会
社との統合が完了したことに
よる変化（第1Ｑと主要変動
無し）

　 07年3月末 07年6月末 07年9月末
前期末差

異

総 資 産 34,654 45,095 45,378 +10,724

純 資 産 15,225 17,411 17,796 +2,571

有 利 子 負 債 9,143 16,295 16,658 +7,515

自 己 資 本 比 率 40.4％ 36.1％ 36.7% -3.7%

■キャッシュフロー （単位：百万円）

○営業キャッシュフローは、主に税金等調整前中間純利益1,534百万円を計上し、売掛債権の減少　
3,176百万円等の増加。一方、たな卸資産の増加1,313百万円、仕入債務の減少2,855百万円、法人税等の
支払1,094百万円により減少。
○投資キャッシュフローは、主にｱﾛｼｽﾃﾑ株式会社を株式交換により子会社化した収入1,619百万円。
○財務キャッシュフローは、主に借入金の返済と自己株式の取得により減少。
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通期の見通し

3-1

■前期実績

■通期業績は従来予想を据置

◆PC製造、販売部門においては売上・
利益共に下期に集中する傾向がある
ものの、現時点においては織り込まず

◆10月～11月にかけて円高が進行し
ていること、Windows Vistaの普及がさ
らに進むことが見込まれることから、市
場環境全体としては楽観的要因が増
加する見通し

　　　　　　　　　　　↓

しかしながら、社会情勢の急激な変動
により、経済全体の先行き不透明感が
増していることから、連結通期業績予
想については第３四半期以降の業績
の進捗状況を見極めたうえで判断

■今期実績

　 1Q 2Q 3Q 4Q

売 上 高 12,676 27,000 41,685 61,159

営 業 利 益 244 308 500 1,290

経 常 利 益 347 453 822 1,649

当 期 純 利 益 540 376 512 1,246

（単位：百万円）

　 1Q 2Q 3Q 4Q

売 上 高 25,854 50,469 ー 100,018

営 業 利 益 761 1,281 ー 2,505

経 常 利 益 768 1,590 ー 2,600

当 期 純 利 益 508 859 ー 1,405

（単位：百万円）

通期は据置
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グループシナジーの進捗と今後の戦略

（ＰＣ関連事業躍進！！）

◆堂々の受賞

◆iPodを抑えて楽天ランキングＡＶ部門
で１位・３位独占(４週）

◆予約同時に売り切れカラー続出
スワロフスキーバージョン！！

◆他社を抑えて楽天ランキング・家電ＡＶ部門でＭＶＰ受賞

◆音質にすぐれ、シンプルな操作性
さらに、1Ｇモデルが9980円！
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■ＵＮＩＴＣＯＭ社（旧アロシステムグループ）の買収トピックス
　

■狙いと強み
　　　
　　　■全国に店舗網（99店舗）を有し、ＭＣＪグループ各社の戦略的

　　　　　コラボレーションが可能

　　　■情報家電小売業営業売上全国2位

　　　■ダイレクト（ＷＥＢ+店舗）なコンシューマへのアプローチの強化

　　　■グループ売上規模1,000億円到達による総合的調達力（購買力）

　　　　がＵＰ

　　　■グループ生産拠点の統合によるコストダウン

　　　■グループ倉庫・物流の統合によるコストダウン

　　　■全国のユーザー取り込みによるＭＣＪファン層の拡大

2007/5/11

★ビギナーからハイエンドユーザーまで対応

http://www.faith-go.co.jp/
http://www.twotop.co.jp/entrance/default.asp
http://www.pc-koubou.jp/
http://www.mvk-japan.com/index.html
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■iriver、ＳＩＲＥＮ（ＪＡＰＡＮ）社を大手ＤＡＰメーカー A-MAX社よりの営業譲受トピックス

　

■狙いと強み
　　　
　　　■ミドル・ローエンドクラスのトップクラスシェアを持つＳＩＲＥＮＪＡＰＡＮ
　　　　を営業譲受（国内シェアの拡大）

　　　■首都圏シェア、ＳＩＲＥＮ併合後第三位へ（一位iPod,二位ＳＯＮＹ）

　　　■A-MAX社（世界第二位のＤＡＰ生産を誇るメーカー）との提携強化

　　　■ローコストでの商品生産が可能となるためＩＲＩＶＥＲの利益率が向上

　　　■国内大手量販店に強いネットワークと販売力を確保

　　　■今後ＯＥＭ受注も可能（法人向け）

　　　■全国ＩＲＩＶＥＲファン層の拡大

A-MAX社（香港の世界第二位のＤＡＰ生産メーカー)

ＤＰ10Ｔ ＤＰ100 ＤＰ250 ＤＰ200 ＤＰ300 ＤＰ350 ＰＮ100 ＤＦ150 ＵＭ100

★大ヒット
ベストセラー

★英国デザイナー
　ピアソン・ロイド

★ 新ＭＰ４ ★ＧＰＳ
携帯受信機

★大ヒット
フォトフレーム

★ＴＳＵＴＡＹＡ
専用モデル
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ＰＣ Ｃｏｍｐａｎｙ

I T COM

Financial

■MCJグループの今後（下期）の方向性について

生産・製造の拠点統合

購買・流通のスケールメリット

販売・小売のディビジョン拡大

再編成、そして
ＰＣＣ連結

売上高1,000億円
規模への拡大

デジタルガジェット事業拡大

通信端末事業の強化

メディア事業のＩＴ化へ

投資事業の縮小へ

ハンズオン型再生事業推進

デジタルオーディオ
通信機器端末

ＷｉＭＡＸ
事業の売上高

1００億円規模へ

ハンズオン型
再生事業の着手

ホールディングス

ＰＣ関連事業

デジタル・メディア関連事業

関連会社21社

事業領域
再編成

■iiyama、アイリバーなどを再生してきたＭＣＪのターンアラウンド・
ノウハウを生かし、ハンズオン型再生を推進する。

再生関連事業

事業拡大

ターンアラウンド
事業

課題と目標
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ＰＣ Ｃｏｍｐａｎｙ

100％
海外販社

イギリス

フランス

ドイツ

オランダ

ポーランド

international

ＦＬＡＰ

BTO（受注生産）型ＰＣメーカー

情報家電小売（生産→直販）

マルチディストリビュータ

モニターの専門メーカー

ＵＮＩＴＣＯＭの生産拠点

生産請負会社

ＰＣ周辺機器の販売

ＨＤＤディストリビュータ

☆２００７年５月より連結子会社へ

単純合計売上高1,200億円
　　　　業績急拡大

☆上期ダイレクト販売が絶好調！！

☆上期ＰＣ周辺機器販売が好調！

☆上期欧州地区販売が好調！！

■ＰＣカンパニーグループの

業績絶好調！シェア拡大へ！

■すでに上半期よりＵＮＩＴＣＯＭ

参画による相乗効果が発生、

営業利益率がＵＰ（+1.4ポイント）

さらに下期には、改善を加速！

ＵＮＩＴＣＯＭグループ

ＳＹＮＮＥＸグループ

iiyamaグループ

■日立製作所ＰＣ生産事業から
の撤退！（2007/10）

今後も米国ＰＣ企業がそうであっ
たように国内大手メーカーがＰＣ
事業の縮小、撤退へ

→ＭＣＪグループの躍進

子会社

子会社

子会社

http://cybozu.mouse-jp.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=AGIndex
http://www.mvk-japan.com/index.html
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.twotop.co.jp/entrance/default.asp
http://www.pc-koubou.jp/
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ＰＣ Ｃｏｍｐａｎｙ

（生産事業再編成）

■ＰＣカンパニーグループの

さらなる合理化・生産性の向上へ

事業領域の再編成の実施による
コストダウンの実践からなる営業
利益の向上！

（生産）（物流・購買・流通）（販売・
小売）の新体制構築へ

ＰＲＯＤＵＣＴ

ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＯＲ

ＲＥＴＡＩＬＥＲ

ＷＥＢ
ダイレクト
マーケット

（購買・物流事業再編成）

（販売・小売事業再編成）

ＤＩＲＥＣＴ

事業領域
再編成

事業領域
再編成

事業領域
再編成

事業領域
再統合

単純合計売上高1,200億円
　　　　　　　さらに
再編による営業利益の向上

http://cybozu.mouse-jp.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=AGIndex
http://www.mvk-japan.com/index.html
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.twotop.co.jp/entrance/default.asp
http://www.pc-koubou.jp/
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I T COM

ＰＣ周辺機器ディストリビュータ

ＰＣ・ビジネス専門書出版

ＤＲＡＭ・フラッシュメモリ製造販売

☆上期過去 高の売上・営業利益確保！
マザーボードシェアトップ

単純合計売上高100億円
　　営業利益率6.5％
　　（ＡＤＴＥＣを除く）

☆上期新製品市場投入で事業急拡大！！
首都圏で販売好調！！

☆上期ラインナップ拡大へ

☆上期業績好調！過去五年で 高値達成

■ITCカンパニーグループの

業績拡大へ

■iriverがＳＩＲＥＮ社事業を

譲受、業績の拡大と安定化へ

ＵＮＩＴＹは、上期過去 高業績

達成！

CODE:6840ＪQ

スタイリッシュＭＰ3／ＭＰ4

世界最小衛星放送受信機

人気爆発　Ｍプレーヤー

小型ＧＰＳ受信機 海外デザインＭＰ3

超小型ＭＰ4 全機能搭載ヒット商品

*持分法適用関連会社

ソリッドステートディスク

マイクロＤＩＭＭ

ＳＤＨＣ

ＵＳＢＳＳＤ

*

ＤＲＡＭ

http://www.adtec.co.jp/index.html
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ＰＣ Ｃｏｍｐａｎｙ

I T COM

ＰＣ関連事業

デジタル・メディア関連事業

■MCJグループの技術的コラボレーションの方向性
（ＰＣ・デジタルとＷＤＬＣの融合で次世代マーケットを創造する）

WiMAX搭載ＣＥ端末

高度辞書機能付
ＤＡＰ

iriver PLUS

FXトレード(ネット取引）

超小型マザーボード

高性能ディスプレイ

小型ＧＰＳ受信装置

ＰＣおよびサーバー

高性能ＤＲＡＭ

高性能ビデオカード

ＨＤＤ

超小型衛星放送受信端末装置

超小型ＭＰ3プレーヤー

超低価格ＮＯＴＥＰＣ
（3万円台）

スマートフォン

通信

デジタル

ＰＣ

ＷＥＢ

周辺機器

（最前列左端が弊社高島、隣はマイクロソフト、スティーブ・バルマーCEO）

さまざまなカテゴリーで
ＷＤＬＣに参画します。

2007/11/12
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株式会社シネックス
代表取締役　池尻　赳夫

ＭＣＪグループ68％連結子会社
ＰＣ・サーバおよび周辺機器の製造販売

100％子会社　株式会社フリーク

company

ＬＩＮＥＵＰ

http://www.synnex.co.jp

株式会社ユニットコム
代表取締役　大野　三規
ＭＣＪ100％連結子会社

ＰＣおよび周辺機器開発・製造・販売
全国99店舗販売網

グループ会社：ＭＶＫ・ＩＣＭＣＳ・ＦＬＡＰ

ＬＩＮＥＵＰ

PC company http://www.pc-koubou.jpPC

SPECSPEC

全国75店舗

全国17店舗

全国4店舗
（他2店舗）

http://www.twotop.co.jp/entrance/default.asp
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株式会社iiyama
代表取締役　廣田　重徳
ＭＣＪ100％連結子会社

ＰＣ用カラーディスプレイ用モニタ製造販売
海外拠点オランダ・ドイツ・仏国・英国・ポーランド

company

ＬＩＮＥＵＰ

http://www.iiyama.co.jp

株式会社マウスコンピューター
代表取締役　小松　永門
ＭＣＪ100％連結子会社

ＰＣおよび周辺機器開発・製造・販売

ＬＩＮＥＵＰ

PC

★32インチ地デジTV ★産業用/医療用液晶

company http://www.mouse-jp.co.jpPC

SPECSPEC

http://cybozu.mouse-jp.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=AGIndex
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株式会社iriver japan
代表取締役　浅野　樹美
ＭＣＪ100％連結子会社

ＤＡＰ（ＭＰ3/ＭＰ4/ＧＰＳ/衛星放送受信機）

I T COM

ＬＩＮＥＵＰ

http://www.iriver.co.jp I T COM http://www.unitycorp.co.jp

株式会社ユニティ
代表取締役　王　夢周

ＭＣＪ100％連結子会社
コンピュータデバイスの輸入・製造・販売

ＡＳＵＳＴｅｋ社・ＶＩＡ社・ＡＣＡＲＤ社正規代理店

ＬＩＮＥＵＰ

SPEC SPEC



27

10th

anniversary

2007　Copyright ©MCJ  all rights reserved

株式会社秀和システム
代表取締役　齋藤　和邦
ＭＣＪ100％連結子会社

ＰＣ・ビジネス専門出版社

I T COM

ＬＩＮＥＵＰ

http://www.shuwasystem.co.jp I T COM http://www.adtec.co.jp

株式会社アドテック
ＪＱ：6840

代表取締役　林　芳弘
ＭＣＪ15％持分法適用関連会社

メモリおよびコンピュータ関連製品の開発・製造・販売

ＬＩＮＥＵＰ

★デスクトップ専用メモリ ★プリンタ専用メモリ

★ノートＰＣ専用メモリ ★サーバ専用メモリ

★フラッシュメモリ
★シリコンディスク
ドライブ

SPEC SPEC

年間２５０冊以上の新刊本を発行！
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本資料には、２００７年１１月２６日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が含まれてい
ます。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際
の業績が記載の予測と異なる可能性があります。また本資料に掲載されている内容は、情報提供を目的
としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の業績は経済環境などさまざまな
要因により、かかる予測とは大きく異なることがあることをご承知おきください。当該情報に基づいて被っ
たいかなる損害に関しても、その理由の如何に関わらず一切の責任を負うものではございません。

10th

anniversary

2007　Copyright ©MCJ  all rights reserved

http://www.mcj.jp

Thank you!
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